
　　山都町長　梅田　穰　様

答　弁　者

NO. １ 教育長

学力水準の維持向上を目指す目的は 担当課長

１ 番 学力水準の維持向上のために、各学

家庭との連携は

教育長

担当課長

中学校の運動部活動実施の教育的意

スポーツ庁が平成３０年３月に『運

ガイドラインでは、保護者について

るか。

学校教育課長

校舎、グラウンド等、学校施設の老

通学路での児童生徒の安全は確保さ

れているか。

新しい学習指導要領に対応するため

令和元年１２月５日

記
質　問　議　員 質　　問　　事　　項

のとおり質問の通告がありましたので、通知します。

山都町議会議長　工藤　文範

令和元年１２月５日 開会の令和元年第４回山都町議会定例会において、下記

１ 山都町の目指す学校教育の形は

(１)

(２)

眞 原 誠 校、教育委員会ではどのような取組み

を行っているか。

(３)

２ 本町の中学校の運動部活動が抱える課

題は何か。対策は

(１)

義は

(２)

動部活動の在り方に関する総合的なガ

イドライン』を策定しているが、どの

程度取り込むことができているか。

(３)

は記されていないが、文化部も含め、

保護者の協力についてはどう考えてい

３ 学習環境の整備状況はどうか

(１)

朽化による不具合の状況は。また、そ

の対策は

(２)

(３)

の学習環境の整備は



答　弁　者質　問　議　員 質　　問　　事　　項

住民の健康維持増進に向けて運動を 健康ほけん課長

生涯学習課長

子どもの総運動時間の二極化につい 学校教育課長

地質調査、敷地内道路の計画の進捗 生涯学習課長

町営中央グラウンド整備計画におけ 生涯学習課長

町内の各グラウンドの使用状況は 生涯学習課長

住民の運動機会を増進する、また、 生涯学習課長

町内におけるスポーツの場のニーズ 町長

４ 住民の健康維持のために運動を奨励す

る取組みは

(１)

奨励しているか。具体的にはどのよう

な取組みか。

(２)

て、山都町の状況はどうか。また、そ

の解消に向けてはどのように取り組ん

でいるか。

５ 町営中央グラウンド周辺整備計画の進

捗状況と、今後の計画について

(１)

状況は

(２)

る町営中央グラウンドの位置付けは

(３)

(４)

町外団体を呼び込むような大会を増や

し、子どもから高齢者までの運動意欲

を向上させるためにも、人工芝のグラ

ウンドを整備する事が必要ではないか。

(５)

限り早期に実現させてはもらえないか。

は高まっており、現状では満たされて

いるとは言い難く、一刻も早い整備が

望まれる。町営中央グラウンド周辺整

備計画においては、現行のグラウンド

側、すなわちグラウンドゴルフ場と、

町営中央グラウンドの整備を、可能な



答　弁　者

NO. ２ 町長

担当課長

２ 番 そよ風パークと通潤山荘について、

そよ風パーク施設運営アドバイザー

そよ風パークの給湯設備改修、宿舎

教育長

担当課長

山都町教職員の超過勤務の実態につ

業務削減の具体的方策について

町長

フルタイム職員とパートタイム職員 担当課長

フルタイム職員について、運用はど

今よりも待遇が悪くなる、又は配置

町長

担当課長

利用が1名以下の路線についての実証

交通体系網作成にどう生かしていく

①　フッ化物洗口業務の実態と見直し

②　町としての具体的方策

一般質問通告一覧表

４ コミュニティバスの今後の運営につい

教職員の働き方改革の現状と今後の取

西田由未子

質 問 議 員 質　　問　　事　　項

１ 第三セクター等経営健全化方針のその

後について

(１)

方針策定後どのような検討が行われ、

どのような具体的な動きになっている

組みについて

(１)

いて

(２)

のか。

(２)

の役割について

(３)

トイレ改修等について

２

３ 会計年度任用職員制度について

(１)

の配置人数は

(２)

うなるのか。

(３)

数が減るということはないのか。

て

(１)

実験から見えてきた課題について

(２)

のか。



答　弁　者質 問 議 員 質　　問　　事　　項

町長

担当課長

幸齢者ハピネスポイント制度の周知

と活用状況について

て

５ 高齢者、経済的弱者支援について

(１) プレミアム商品券の利用状況につい

(２)



答　弁　者

NO. ３ 町長

山都町での学力テストの結果は 教育長

４ 番 担当課長

力の差は 総務課長

その差をどう考え取り組むのか。

学力の高い町には若者が住みたくな

どう考えるか。

読書を学校と家庭の両方で進める必

要があると思うが、どう考えるか。

今後の人権教育はどう進めていくの

か。

教育関係予算に占める人権教育の予

算が高いと思うが適正と思うか。

町長

今町が行っている事業について 担当課長

今後、獣害を減らす対策は何かある

のか。

ハンターの育成が必要ではないか。

ジビエ工房から一歩進んだ事業が必

要ではないか。

担当課長

デマンド交通とは何か。

公共交通デマンド実証実験の結果を

どの程度把握しているか。

親孝行タクシーについてはどう考え

るか。

交通機関を利用しない高齢者の買物

を利用した可能性についてはどう考え

るか。

(４)

３ 幸齢者（高齢者）の交通問題

(７)

２ 鳥獣害について

(１)

(２)

(３)

一般質問通告一覧表

(１)

(２)

矢仁田秀典

質 問 議 員 質　　問　　事　　項

１

(４)

(５)

支援策としてタブレット（オンライン）

山都町立小中学校の教育環境について

(１)

(２) 山都町内での小規模、大規模校の学

(３)

る。低い町には住みたくないと思うが、

(３)

(４)

(６)



答　弁　者

NO. ４ 町長

町の各事業には、諮問会議を設置す 担当課長

９ 番

総合計画審議会の役割は

今年度の開催回数と大まかな内容を

各種会議の内容を開示することが必

要ではないか。（議事録の公開）

教育長

学校規模適正化について、具体的な

委員会の構成は

会議の期間はどのくらいか。いつを

町長

予算の縮減はとめどない流れだが、 担当課長

になるのか。

事業見直しの取組みはできているの

病児保育取組みへの可能性は検証し

たのか。

新学習指導要領に対する準備の予算

担当課長

役場の行事等をＨＰに掲載する方向

情報が古いものがあり、閲覧者に対

一般質問通告一覧表

４ ホームページの活用策

施設予約の簡素化の検討はできたか。

(２)

グはどうなっているのか。

吉 川 美 加 いて伺う。

２ 学校規模適正化委員会とは

(１)

説明を求める。

知りたい。

(３)

質 問 議 員 質　　問　　事　　項

１ 各種審議会の意義

(１)

ることがあるが、その意義と検証につ

(２)

(３)

目途に結果を出すのか。

３ 予算編成について

(１)

措置は

(１)

性の検討はしたのか。

(２)

(３)

予算編成は、どこに主眼を置いた内容

(２)

か。

(３)

(４)

し迷惑な事例もある。更新のタイミン



答　弁　者質 問 議 員 質　　問　　事　　項

総務課長

町の例規集の最後にある暫定条例は、

どのように整理されるものなのか。町の

考えを聞く。

５ 暫定条例の取扱いについて

有することができないか。

るように、町が把握している情報を共

通潤橋史料館の情報が常に最新とな(４)



答　弁　者

NO. ５

11月24日の総合防災訓練の総括につ 総務課長

７ 番

機能別消防団の加入状況及びその待 総務課長

学童の登下校時の安全対策はどのよ 教育長

学校教育課長

矢部～蘇陽間の計画段階評価が始ま 町長

企画政策課長

道の駅「通潤橋」の移転及びその整 町長

山の都創造課長

道の駅「清和文楽邑」の環境整備は 町長

山の都創造課長

農林振興課長

陳情書や要望書の各課ごとの件数は 建設課長

農林振興課長

その処理や対応方法、また実施状況 建設課長

農林振興課長

本町における働き方改革とは何か。 総務課長

平成３０年度における一般職員の有 町長

総務課長

各支所の人員は、適切な配置となっ 町長

総務課長ているのか。

(１)

給休暇取得率、代休消化率、時間外勤

務の状況はどうなっているか。また、

その状況から見えてくることは何か。

(３)

どのように考えているか。

３ 町や県に対する陳情書や要望書の処理

方法は

(１)

どれくらいか。

(１)

っているが、町としての要望活動はど

うなっているか。

(２)

備方法はどのように考えているか。

(３)

遇はどうなっているか。

(３)

うに行っているか。また、スクールバ

スの使用方法は万全か。

２ 高速道路開通を見越した本町の対応は

一般質問通告一覧表

４ 本町の働き方改革について

(２)

はどうなっているか。

(２)

(２)

甲 斐 重 昭

質 問 議 員 質　　問　　事　　項

１ 本町の防災防犯について

(１)

いて、実施率及び反省点はどうであっ

たか。


